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中学校部会会報 

 

 

 

 
 

山口大会を終えて        山口県支部長 窪井 千代子（山口県萩市立大井小中学校長）       

 

山口県初の開催となる、全日本音楽教育研究会 全国大会山口大会（総合

大会）が令和４年１１月１日（火）、１１月２日（水）の２日間にわたって

実施され、盛会の内に終えることができました。これもひとえに、各地区支

部長様をはじめ、全国より中学校部会で約３００名、幼、小、中、高、 

大、全校種で２日間のべ１５００名のご参集いただいた皆様方のご理解、ご協力の賜物で

あると心より感謝しております。 

本大会は、テーマを「楽しむっちゃ！音楽 ～響きあおう 感動のきずなで～」と掲

げ、幼小中高の「つながり」を意識した『育みたい資質・能力の育成』を研究目的とし

てきました。中学校部会では研究主題を「高めよう 音楽表現・音楽文化を ～生活や

社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる生徒の育成～」とし、小学校で身につけ

た『育みたい資質・能力』をより深め、高等学校の学びにつながるよう、３つの研究視

点（１）主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善（２）生活や社会の中の音

や音楽、音楽文化と豊かに関わる力を育む授業づくり（３）指導と評価の工夫 に重点

をおいて研究を深めまし

た。（この３つの研究視点

は東京大会から引き継いで

いるものです。） 

大会を終えての成果は、『全校種で共通の指導案を作成・活用

（育みたい資質・能力を明らかにして記入）し、育みたい資質・

能力と学ぶべきことの明確化を図りながら研究を重ねることがで

きたこと。』と考えます。その中で、中学校という発達段階にお

ける身に付けさせたい資質・能力を明らかにすることができ、学

びの焦点化された授業づくりが進んだことが中学校部会の成果と

捉えています。課題は、指導と評価の工夫です。今後、引き続き

研究に取り組んでいきたいと思います。 

本山口大会で、４年間継続的に取り組んできた研究の状況を、

子どもたちの姿も含めて実際に見ていただいた上で、３つの研究

視点を意識した多様な気付き等の意見交換ができ、本研究の成果

と課題について理解を深めていけたことは、私たちにとっても大

きな励みとなりました。最後になりましたが、本大会を開催する

にあたり、ご指導、ご協力を賜りました文部科学省教科調査官 

河合紳和様をはじめ、ご支援くださった関係諸機関の方々に深く

感謝とお礼を申し上げます。 
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令和４年度 全日本音楽教育研究会全国大会 山口大会   

◆中学校部会総会◆                 

日 時 ： 令和４年１１月１日（火） １３：３０～１４：１０ 

会 場 ： 山口市民館会館 展示ホール 

 

 

 

 

 

◆講評◆ 

国立教育政策研究所 教育課程研究センター 研究開発部 教育課程調査官    

文化庁 参事官（芸術文化担当）付 教科調査官 

文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官  河合 紳和 氏 

日 時 ： 令和４年１１月２日（水） ９：４０～ 

会 場 ： 山口市民会館 

 

 

 

 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

中学校部会総会は、中学校部会常任理事事務局次長、清野淳子先生の開会の言葉で始まりました。荒川徳子部会長の挨

拶、山口大会副会長の窪井千代子先生の歓迎の言葉に続き、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官の河合紳和先

生よりご祝辞をいただきました。その後 佐藤隆弘事務局長より６月に行われた全国理事会の報告、高山俊哉調査部部長より

今年度の調査研究報告、そして退会役員の方々へ感謝状贈呈が行われました。 

最後に、青森県支部長の岩渕智恵先生より前年度大会（八戸・水戸大会）の謝辞と、富山県支部長の竹内文恵先生より次回

大会（富山大会）の紹介が行われ、閉会の言葉で中学校部会総会は幕を閉じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校部会に関する内容を抜粋し掲載させていただきます。 

 

中学校部会では『高めよう 音楽表現、音楽文化を ～生活や社会の中の音や音楽 音楽文化と豊かに関わる生徒の育成～』の研

究主題のもと、小学校から高等学校までの学びの繋がりという事に視点を据え、小学校音楽科で身に付けた資質・能力を中学校音楽

科でどのように広げ深めていくか、そして高等学校芸術科音楽の学びの土台として生徒にどのように定着させるかについて研究を重

ねてこられました。昨日は歌唱、器楽、創作、鑑賞の２領域４分野の計４つの公開授業が行われました。個々の公開授業の詳細な内

容等につきましては、昨日それぞれの研究協議において活発なご協議が行われたかと思いますので、私からは、それぞれほんのわ

ずかな時間ではありましたが、授業を拝見させていただいた際に着目した点についてお話しさせていただきたいと思います。 

 

初めに、山口市立大殿中学校 原田先生による「篠笛特有の音を味わいながら演奏しよう」の授業では、思考・判断のよりどころとな

る主な音楽を形づくっている要素として「音色」と「間」を設定し、篠笛の奏法や間を生かし、篠笛ならではの音色の特徴を生かした音

楽表現を追究する題材を構想されました。原田先生は音楽表現に対する思いや意図をもつことにとどまらず、その思いや意図が聴き

手に伝わるような表現を付けようという目標を立て、グループで話し合ったり、自分たちの演奏をタブレットで録画して確認したり他の

グループと演奏を聴き合ったりするのを様々な手立てを用いながら、生徒が初めはぼんやりとしたイメージから明確な思いや意図へ

と進化させていくことをねらいに据えられておられました。歌唱や器楽の学習において、しばしば技能の習得が不十分であるのもか

かわらず、先生が「さあ表現を工夫しましょう」というような先生主導の授業になってしまっている場面を目にします。生徒が「こんな風

に歌いたいな」、「こんな風に演奏できたらいいな」という思いや意図は、その曲を十分に歌ったり演奏したりできるようになったときに

生徒から自発的に湧き起こってくるものであって欲しいと思っています。原田先生は、篠笛の基本的な技能の習得を「常時活動」の中

で継続的に行ってこられました。昨日の授業の中で、生徒が、学習した奏法や間を様々に吹いて試しながら、単に「あれもこれもいろ

いろな奏法を何でも使ってやれ！」というのではなく、旋律の特徴を知覚・感受しながら、根拠を持って工夫していたのは、技能の確

実な定着の上に成り立っていたからではないかと思いました。 

 

次に、山口市立小郡中学校 林先生による「音階や音のつながり方の特徴を捉えて創作しよう」の授業では、思考・判断のよりどころ

となる主な音楽を形づくっている要素として、「テクスチュア」と「旋律」を設定し、「ふるさとの風景」をテーマとした８小節の２声部による

旋律をグループでつくる題材を構想されました。林先生の授業では、これまでにミニキーボードを使って音のつながり方の違いによ
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る雰囲気の変化を耳で確認しながら旋律をつくり、それを五線譜に記譜することによって音の進行を視覚的に確認してきていました。

昨日の授業では、生徒はつくった旋律をタブレットのアプリに入力して２つの旋律を重ねたときの響きの面白さや、逆に「何か変だ

ぞ？」といった違和感を感じ取ろうとしていました。中学校においては１人１台端末の整備が進み、創作の授業も ICTを用いた実践が

急激に増えてきております。ICTを活用することで、生徒が音の連なり方や重なり方を実際の音で確認しながら音楽をつくったり、つく

った音楽を他者と聴き合ってアドバイスを伝え合いながら創意工夫を重ねたりすることが容易になったと言えます。しかしながら、音楽

制作ソフトやアプリを使った創作では、ともすると生徒が「音楽的な見方・考え方」を働かせなくても旋律がつくれてしまうという落とし穴

があり、授業での活用には十分な留意が必要と考えます。林先生は、旋律創作には基本的にミニキーボードを活用し、アプリに関し

ては音を重ねた時の響きを確認する目的で限定的に使用するという点にこだわりを持っておられるように感じました。また、慣れない

キーボードを使い、そして慣れない音符を書きながら苦労して音楽をつくる体験もまた、生徒が自分のつくった音楽を大切にする心

情の育成につながっているとお考えになっていることが伺えました。 

 

次に、山口市立鴻南中学校 實歳先生による「曲の構成を手がかりに、表現を工夫して歌おう」の授業では、曲の中で繰り返し登場

する旋律の歌い方をどのように工夫するかを、グループでアイディアを出しながら表現を工夫する題材を構想されました。教材とした

合唱曲「ぜんぶ」では、同じ旋律が２度繰り返された後、いわゆる「展開部分」のクライマックスを経て、もう１度繰り返されます。生徒の

楽譜に星印で示されたこの部分には、実際にはｐ（ピアノ）の指示が与えられていますが、多くのグループで「展開部分を含めた３回

目はより強くメッセージが伝わるようにｆ（フォルテ）で歌ったら良いのではないか」と仮説を立てていました。しかしながら、実際に声に

出しながらイメージに合った表現を導き出そうと粘り強く試行錯誤し、その中で「ｆ（フォルテ）だとは思うんだけれど、ただのｆ（フォル

テ）じゃないよね」ということを感じている様子が見られました。實歳先生は生徒の思考・判断のよりどころとなる主な音楽を形づくって

いる要素の選択にかなり悩まれた結果、「構成」に絞られました。「Ａ表現」の学習では、とかく生徒の思考・判断のよりどころとなる主な

音楽を形づくっている要素を選択する際に、創意工夫の対象となる要素を選択している事例が多く見られます。例えば、本題材の場

合、生徒は再現部の強弱の工夫について考えるので、思考・判断のよりどころとなる主な音楽を形づくっている要素を「強弱」としてし

まいがちですが、生徒が何を思考・判断の視点として創意工夫するのかということを示すことが大切です。この要素を適切に選択する

ことは、生徒の学習を焦点化することはもちろんですが、教師がブレのない評価をする上でもとても重要と考えます。 

 

最後に、山口市立白石中学校 岡本先生による「構成・旋律が生み出す雰囲気を味わって聴こう」の授業では、生徒の思考・判断の

よりどころなる主な音楽を形づくっている要素として「構成」と「旋律」を選択し、ムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」を教材として、組

曲の構成における「プロムナード」の役割や存在意味について考えながら鑑賞する題材を構想されました。昨日の授業では、組曲中

の「ビドロ」と「卵の殻をつけたひな鳥の踊り」を取り上げ、２曲の間に入る最も相応しい「プロムナード」はどれかについて、根拠を明確

にしながら選択させていました。その中で、生徒はプロムナードを単なる「つなぎ」の曲ではなく、前後の全く趣の異なる曲を不自然な

くつなげ、全体を一つのまとまりのある曲とするための重要な役目を果たしているという解答を自ら導き出していました。中学校・高等

学校では、この「展覧会の絵」以外にも、例えばサン＝サーンスの「動物の謝肉祭」、あるいはホルストの「惑星」といった組曲形式の

作品を鑑賞で取り上げる事例が多数あります。組曲ですので、それなりに長い時間となるわけですが、限られた授業時数の中で組曲

全体を繰り返し聴かせるのには限界があります。そこで、岡本先生のように曲の一部分を取り出して、生徒に適切に選択された音楽を

形づくっている要素を手がかりに思考・判断させ、「こんな風に聴くと作品がもっとおもしろく聴けるんだ」という実体験を持たせ、残りの

部分は生徒の自主的な鑑賞に委ねるのも一つの方法ではないかと考えます。教師はとかく全てを語りたくなってしまうものですが、生

徒が主体的かつ自発的に音楽を鑑賞する余地を残しておくことも大切ではないかと思います。 

 

中学校・高等学校で共通して、評価の場面の更なる精選が求められるように感じました。学習指導案の「指導と評価の計画」を拝見

しますと、観察等によって継続的に評価することを示す矢印が多いことに気付きました。このうち特に「知識」の評価については、生徒

が実感を伴って理解し、それを表現や鑑賞に生かしていることを、必ずしも継続的な見取りではなく、学習のある場面で一度に評価

することができることもしばしばあります。ご自身の評価の計画を再点検していただき、評価に追われる授業にならないための工夫を

していただくことが、「指導と評価の一体化」の実現につながると考えます。 

 

昨日は、午前の公開授業・研究協議に続いて、午後にはワークショップが行われました。小学校・中学校・高等学校の先生方が校

種を超えて各分野の一流の講師の先生によるご指導を受けておられました。それぞれの講座の内容はもちろんですが、指導する立

場の私たちが、指導を受ける側の視点に立つ経験は多くの気付きを与えてくれます。各講座で学ばれたことを実践の中で活かしてい

くとともに、「子供たちはこんな気持ちで授業を受けているんだ」という学ぶ側の視点を授業づくりに反映させていただければと思いま

す。 
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令和４年度 全日本音楽教育研究会全国大会 山口大会 中学校部会  

◆公開授業レポート◆ 

日 時 ： 令和４年１１月１日（火） 

会 場 ： 山口市民会館（小ホール・大ホール・展示ホール）  

中学校部会研究主題 「高めよう 音楽表現・音楽文化を」 

～生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる生徒の育成～ 

 

 

このコロナ禍は多くの音楽活動を制限しましたが、同時に私たちがこれまで当たり前と思ってやってきたことを原点に返って再考す

る機会を与えてくれたように思います。また、コロナ禍での授業について考えるにあたり、得たこと学んだことも多かったのではないで

しょうか。大学部会のパネルディスカッションでは、小・中・高・大そして行政のそれぞれの立場から幅広い視点での議論が繰り広げら

れたと聞いております。 

本日この会場には、全国各地から実践者として、指導的な立場として、また研究者として音楽教育に真摯に、また情熱をもって携わ

っておられる多くの先生方が一堂に会しています。本大会の成果を皆様お一人お一人がご自身の立場に立って捉え、明日からの音

楽教育に生かしていただきますことをご期待申します。 

最後になりましたが、公開授業にあたり様々にご理解ご協力をいただきました関係各校の校長先生をはじめ教職員の皆様、保護者

の皆様、そして何よりも慣れない環境の中、日頃の学習の成果を発揮し、生き生きと音楽活動を楽しむ姿を見せてくれた児童生徒の

皆さんに心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。また、重ねてのお礼となりますが、コロナ禍の中、強い信念と決断

力で開催までこぎ着けてくださった大会会長の松田和寛先生、大会実行委員長の松本敏訓先生をはじめとする山口県の全ての実行

委員の先生方、授業者の先生方に心より敬意を表すると共に厚くお礼申し上げます。本大会のご成功にお祝い申し上げますととも

に、ご参会の皆様の一層のご活躍を祈念申し上げて講評とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表現・器楽】第２学年 

題材名 「篠笛特有の表現を味わいながら演奏しよう」  指導者 山口市立大殿中学校 教諭 原田 美穂 

自分の思いを込めて創作した自作曲を教材としているため、明確な意図をもち、試行錯誤し

ながら表現を工夫したり表現活動に取り組んだりする様子が見られた。また、生徒たちには、

祭囃子や神社の奉納演奏等が小さい頃から笛の音を耳にする機会も多く身近な存在であり、演

奏経験があるからこその視点での気付きや言葉での細かな表現が大変印象的であった。創意工

夫において、実際に篠笛奏者の演奏を聴き、自分の奏でる音との違いや篠笛の多彩な音色を味

わうことで、さらに興味をもって取り組む意欲につながった。タブレット端末やカメラを使い

ながら音色の違いに気付き、生徒自身が音に向き合い表現を試行錯誤する過程を大切に授業が

展開され、学習活動全体を通して生徒の変容や成長を継続的に見取ることができるよう学習の記録が蓄積されていた。 

 

【表現・創作】第２学年 

題材名 「和音の音を使って旋律つくろう」        指導者 山口市立小郡中学校 教諭 林 直幸                  

 生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わるという視点から、ふるさとの風景「ＳＬが走って

いる様子」をイメージし、４人グループで各自の作品を組合せ８小節の作品をつくる授業であ

った。アプローチとして、創りあげる旋律を２つにし、重ね合わせて２声にするおもしろさも

盛り込まれている。生徒一人一人にミニキーボード、グループに１台のＰＣ、そしてあえて手

書きとした各自の一次作品をつかって授業は進行した。グループによって多少の違いはある

が、生徒同士の自然なコミュニケーションの中で共同作品を組み立てていた。選択されたフレ

ーズはＰＣに打ち込まれ、何度も再生して確かめられている。ＰＣへの打ち込みにやや時間が

かかること、４人という人数の妥当性などを検証し、さらに発展させられるであろう。 

 

【表現・歌唱】第２学年 

題材名 「作曲者の意図を考えて、工夫して歌おう」   指導者 山口市立鴻南中学校 教諭 實歳 純子 

   教材名：『ぜんぶ』 
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歌詞の内容と曲の構成との関わりを捉え、どのように歌うかについて思いや意図を持つこ

とをねらいとしている。６人グループで表現を工夫したい点をジャムボードに記し、タブレ

ットで共有し、さらにキーボードを使い実際に歌ってみることで、表現を工夫する楽しさを

味わうことができた｡また、他のグループが工夫した点を互いに共有し、全体合唱でもそれを

生かす活動がなされていた｡グループ活動では各声部全ての音源が揃っていて、互いの声を聴

き合いながら生徒が主体的に表現を深めていく授業だった｡この学び合いの中に、知覚と感受

の往還があり、音楽的な見方・考え方を働かせた深い学びの実現も見られた。 

【鑑賞】第３学年 

題材名 「構成やテクスチュアが生み出す雰囲気を味わって聴こう」 

教材名：組曲『展覧会の絵』から                  指導者 山口市立白石中学校 教諭 岡本 美穂 

 組曲「展覧会の絵」の「ビドロ」と「卵の殻をつけたひな鳥の踊り」の曲間に当てはまるプ

ロムナードを取り上げ、旋律の移り変わりや音の重なり方の変化について、グループ活動を通

して考えさせる授業であった。タブレット端末で生徒にじっくりと曲を聴かせ、紙ベースのワ

ークシートや楽譜も併用させながら、ジャムボードによる生徒の意見の共有、スプレットシー

トによる振り返りの共有も行っていた。生徒たちは曲の特徴を捉えて音楽の構造について話し

合い、活発に意見を交わしていた。音楽的な要素を豊かに感じ取り、言葉で表現する力は、１

年次から授業開始時や昼食時に短時間でも「心に残る音楽」を聴かせている積み重ねの学習に

よる賜物であると感じられた。 

 

 

 

  

A 歌唱指導：『空は今』『幸せ』他（山崎 朋子作詞・作曲）  講師：調布市立第五中学校 指導教諭 山崎 朋子 氏  

  山崎朋子先生の作品を参加の先生方で実践しながら学ぶ内容であった。曲を作られる際の想いや工夫、曲へのメッセー 

ジを聞くことができ、合唱曲へのイメージが膨らんだ。また、エピソードをたくさん織り交ぜながらの笑いあり感動あり 

の内容で、楽しく充実したワークショップであった。指導の際のポイントなどを教えていただき、具体的な指導につなが 

る時間となった。「『好き』と『感動』は違う。思いを乗せて表現するから『感動』が生まれる」という言葉が印象的 

だった。 

B 指揮法：『大切なもの』（山崎朋子 作詞・作曲）       講師：指揮者・国立音楽大学 講師 田久保 裕一 氏 

   合唱曲「大切なもの」を用いて、曲の解釈、アナリーゼ、表現を引き出すための指揮法などについて、実践的でわかり 

やすく学ぶことができた。特に和声的な観点からの曲の捉え方は参加者を大いに納得させる内容だった。先生方が毎日の授

業で感動的な表現を導き出す合唱指導やワンランク上の楽曲分析・指揮法を目指すために、大変役に立つワークショップで

あった。 

C 音楽づくり                            講師：筑波大学附属小学校 教諭  髙倉 弘光 氏 

   授業のポイントとなる３つの視点（①「発問」や「指示」などの言葉かけとタイミングについて ②個別最適な学びと 

協働的な学びについて ③「即興的に表現する」と「音を音楽へと構成する」についてのお話と実践を交えたワークショ 

ップだった。楽しさで会場が盛り上がった身体ゲーム、即興演奏での打楽器や身体を使ったアンサンブルなど、ワクワク 

するようなアイディアがたくさんちりばめられていた。音楽づくりについて実際に体験しながら学ぶことができ、明日の 

授業にすぐに取り入れてみたい内容であった。 

 

 

 

 

 

 

◆記念講演◆ 作曲家 宮川 彬良   ～「ヒラメキノ瞬間」～ 

◆記念演奏◆ 

日 時 ： 令和４年１１月１日（金） １０：４０～１２：４５   会 場 ： 山口市民会館 

  【演奏曲目】 ・「ほらね、」   作詞：いとうけいし  作曲：まつしたこう 

・「大地讃頌」    作詞：大木敦夫     作曲：佐藤 眞 

【演奏団体】 ・山口市内中学生合同合唱団 

・山口市立大内中学校、山口市立川西中学校、山口市立鴻南中学校 

    山口市立湯田中学校、山口大学教育学部附属山口中学校 

 

 

◆ワークショップ◆ 

日 時 ： 令和４年１１月１日（火）  １４：３０～１６：００      

会 場 ： 山口市民会館（小ホール・大ホール・展示ホール）                 
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第18回東海北陸小中学校音楽教育研究大会「富山大会」 中学校部会 
 

 ◆「つなぐ 深める ひびき合う ～豊かな音楽の学び～」◆ 

 

富山県支部長 竹内 文恵（富山県射水市立小杉中学校教頭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 大会主題について 

 本研究大会の趣旨の具現化にあたり、私たちは研究主題に「つなぐ 深める ひびき合う ～豊かな音楽の学び～」と掲げ

て研究を進めています。 

 「つなぐ」とは、生徒と音楽をつなぐことです。おもしろいなあ、すてきだなあ、この音楽はどんな仕組みでできているの

だろうなどと音楽に関心を寄せ、もっと表現したい、もっと聴きたいと、生徒が自ら音楽活動をする姿を引き出したいと考え

ます。生徒と音楽をつなぐ際は、教師の範奏や友達の演奏に触発されたり、地域の伝統音楽の担い手に憧れたりなど、人との

つながりも大切です。また、生徒と音楽のつながりは、学びをつなぐことによってより強まります。小・中・高の系統性を視

野に入れた計画的な指導や、領域の関連、題材の関連、活動の関連など、学びをつなぐことも大切にしたいと思います。そし

て、そのような学びの結果として、我が国の歴史や世界の文化に触れ、音楽を通して世界観を広げていくことも期待されま

す。「深める」とは、学びを深めることです。表現が深まる、聴き方が深まる、知識が広がる、技能が高まる、音楽を愛好す

る心情が深まるなど、音楽とのつながりを深めるという意味です。また、自分の表現の高まりを感じて自信を深めることなど

も、音楽学習の結果として期待されます。「ひびき合う」とは、文字通り、旋律やハーモニーがひびき合い、音や音楽の心地

よさを感じ取ることができる状況が生まれることです。音楽のよさや面白さ、美しさを求めて共に活動する者同士の心と心が

ひびき合って信頼関係を深めたり、そうして得られた充実感が次の活動の意欲となったりすることも期待されます。 

 本大会主題は、このように「つなぐ」「深める」「ひびき合う」を大事にして題材構成や指導過程の工夫をすることで、生

徒に豊かな音楽の学びを得てほしいとの思いを込めて設定したものです。豊かな音楽の学びが生徒の豊かな成長の支えとなる

ことを願っています。 

２ 大会の見どころ 

 本大会は、令和５年 10月 26日（木）、27日（金）に開催いたします。 １日目の午前は公開授業と研究協議を行います。

中学校部会は、富山市立呉羽中学校で歌唱、器楽、創作、鑑賞の４つの領域の授業を公開します。 

 １日目の午後は小・中・高３つの校種別部会総会とワークショップを行います。中学校部会総会の会場は、授業会場と同じ

富山市立呉羽中学校です。ワークショップは、徒歩５～６分で移動していただき、富山市民芸術創造センターで行います。全

国的にも活躍しておられる講師の先生方をお迎えし、表現から鑑賞まで様々な領域分野から選択できるよう、「合唱・歌唱」

「合唱指導」「音楽づくり・創作」「鑑賞」「民謡・日本の音楽」の５つの内容で行

う予定です。 

 ２日目は全体会です。富山駅のすぐ近くの富山市民芸術文化ホール（オーバード・

ホール）で行います。研究概要の発表後に、文部科学省の志民一成教科調査官と河合

紳和教科調査官のお２人から指導講評をいただきます。その後、記念演奏として富山

の郷土芸能である「こきりこ」や県南西部の福野町で盛んなスティールドラムの演

奏、オーケストラ伴奏による合唱等を予定しております。ぜひご鑑賞いただきたいと

思います。  第２次案内は、令和５年７月頃に大会ホームページに掲載いたしますの

で、インターネットにてお申し込みください。  

さて、富山県は 3000m級の立山連峰から水深 1000mの富山湾にいたる高低差 4000m

のダイナミックかつ豊かで美しい自然環境に恵まれた、見どころ満載の場所です。多

くの皆様に足を運んでいただき、大会テーマにもありますように、会員同士がつなが

り、音楽教育について研究を深め合い、心をひびき合わせるような、豊かな大会とな

ことを願っています。 

 

Information 

全日音研中学校部会ホームページも是非ご覧ください。 http://zennichionken-jhs.jp/ 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=o7IfTlFO&id=3B4B1A7DE8935B194D7F2C9CCE3D4E83402706BF&thid=OIP.o7IfTlFOZtoYWs82vCmEhgHaGF&mediaurl=http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/fs/1/1/0/7/4/4/_/piano.png&exph=841&expw=1024&q=%e3%83%94%e3%82%a2%e3%83%8e%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608007702689877392&selectedIndex=14

